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内容 

これは実話の舞台化である。 

死者への敬意を込めて、登場人物などの名称は変更しているが、 

事件その他の部分は、忠実に舞台化している。 

というのは嘘である。 

 

キャスト 

廣世康幸 田中絢子 片野真由子 増田信之（ケトイシ） 

塩路牧子（遊牧管理人） 花房尚作 

 



 

 

 

 

 

 

 

スッタフ 

脚本・演出/ SHOSAKU 

舞台美術/ 黒柳雅夫（studio NERO） 

照明/ 三枝歩 

照明助手/ 白川緑 

音源製作/ ＪｕｓｔＳｐｏｔＭｕｓｉｃ 

音源提供/ 天心 

音源提供/ バーニー動物病院 

音源提供/  Electric Chair 

音響オペ/ 津田犬太郎 

映像製作/ お兄さん 

デザイン/ gallery.M 

マネージャー/ 司馬いぬ 

ダンス/ きら（Electric Chair） 

 

協力（順不同） 

Electric Chair チューリッヒ保険 劇団ケトイシ 

北島大輔 中村まどか たこやきキラーズ 岡田洋治  

宮城太一（天心） 嶋田弦楽器製作所  Ｄアスリート 

(福)藤野町社会福祉協議会 (株)安楽亭練馬小竹町店   



概要（がいよう） 

 

ショーサク家は、清和源氏（せいわげんじ）に連なる名家で、三代目シ

ョーサクは、豊臣家の五大老を勤めた宇喜多家の家老職であり、三万一

千石を領した備中高松城主でもあった。天正１６年に豊臣秀吉の斡旋で

従五位下志摩守に叙任している。しかし慶長５年の家中騒動に連座して

宇喜多家を去り、関ヶ原の戦いの後『世の中には面白い奴が居る』と、

徳川家康に召抱えられ、五千石を知行する大旗本として明治維新まで続

いた。無刀流とは、構えたら刀がなぜか現れる。そしてそのなぜか現れ

た刀を、必ず自分の体の中心と相手の体の中心を結ぶ線の上に置く。体

は何時でも次の動きに移りやすいよう、又相手に動きを悟られぬよう、

常に微妙に不自然に動かし続ける。相手の動きは見ず自分の動きに相手

の心を見る。攻撃は一瞬にして何気に大胆。大きく踏み出しながら、自

分の動きの残像がまだそこに残るほどの速さで刀を引き戻し、その残像

の奥の影に一瞬に斬り込む。独特の鍛錬方法をもち、独特の気合、独特

の動きで相手を制すこの剣術は、実戦では考えられないくらいむちゃく

ちゃ強かった。創設者は初代ショーサク。中国に渡り、龍をみじん切り

にし、数々の妖怪・怪獣をなぎ倒し、三蔵法師と天竺を目指した、と言

う逸話が残っている。嘘であろう。これが「無刀流」である。流派の全

てを伝授した１６代目ショーサクは、外国の事情に詳しく近代兵学にも

通じていた。しかし彼は幕臣でありながら、幕府の為にその知識を使お

うとはしなかった。理由はただ一つ、外国の事情に詳しかった彼はチョ

ンマゲが嫌だったのだ。この髪形はイケてないと思っていたのだ。彼は

江戸に身分に関係なく学べる道場「無刀流道場」を開く。しかし無刀流

の為、竹刀での試合に出る事は無く、人気も無く無名であった。時は幕

末である。時代は風雲急をつげ歴史が信じられない速さで走り出してい

た。そして今、その歴史の扉が開く。この物語は、幕末を疾風の如く駆

け抜けた、無刀流道場の若者達の物語である。幕末会話劇。 

 

 

 

 

 

 

 



公演にあたっての注意事項 

 本日はＳＨＯＳＡＫＵ事務所の公演にご来場いただきまして、誠にあ

りがとう御座います。あと１０分程で摩訶不思議な表現世界への旅が始

まります。なお、旅の途中での退場は憲法９条で固く禁じられておりま

す。退場するとたぶん死刑になりますので、お手洗いなどは先にお済ま

せ下さい。また、携帯電話などの電子機器の使用はスパイ容疑がかけら

れ、これも死刑になると思われますのでご注意ください。それでは開演

までもうしばらくお待ち下さい。 

 

 

作者からの挨拶 

SHOSAKU  

 そこにはビルが立っていた。そして「無刀流」と記された小さな石碑

があった。誰が残したものかわらないが、そこには石碑があった。その

石碑をみて此処なのだと確信を持った。 

 僕と「無刀流」との出会いは、１０年前にさかのぼる。当時の僕はア

メリカで生活していた。二年間のアメリカ生活の総仕上げとして大陸一

周の旅をしていた。その過程のなかで僕は「無刀流」に出会った。場所

はロサンゼルスだ。ロサンゼルスにはリトルトウキョーと呼ばれる日本

人街がある。明治維新以降多くの日本人がアメリカに渡った、その最た

る場所がロサンゼルスだった。だからロサンゼルスにはリトルトウキョ

ーがある。日本語の話せない日系人がごまんと生活している。そして彼

ら日系人の歴史を展示している資料館がある。 

 僕はその資料館で初めて日系人の存在を実感した。ちょっとした衝撃

だったのを覚えている。同じ人種なのに彼らはアメリカで産まれ、アメ

リカで育ったのだ。彼らのお爺さんやお婆さんは日本から、この島国か

らアメリカに渡ったのだ。彼らは太平洋戦争時には隔離され、厳しい生

活を強要された。 

 その資料館を歩いていると、ふと一枚の写真に目が止まった。その古

ぼけた写真には「Sword-less way Company」と書かれた看板を、楽し

そうに抱えた日本人達が写っていた。僕は「Sword-less way」を「無刀

流」と訳すのに少し時間がかかった。近くにいた髪の毛のやたら多い管

理人のおじさんに、これは何の写真なのかと尋ねた。管理人のおじさん

は、無刀流道場の若者たちがアメリカにやってきて、世界各地に日本の

工芸品を売る貿易会社を立ち上げたのだと教えてくれた。そして管理人

のおじさんはモリマゲの孫だと教えてくれた。展示されている写真をよ

くみると、そのモリマゲなる人物の髪の毛の量もやたら多かった。 

 日本に帰国した僕は、おじさんに教えてもらった無刀流道場の在った

場所に行ってみた。無刀流道場があったのは１３０年も前なので、そう

簡単には見つからないだろうと腹をくくっていたが、意外と簡単に見つ

かった。そう、「無刀流」と記された小さな石碑のお陰である。 

 周辺にはビルが建っていて当時の面影は一切無かったが、何故か涙が

溢れてきた。自分でも良くわからないが、それはとても不思議な感覚だ

った。 

 夏が終わったのに太陽がギラギラしている、アメリカではインデアン

サマーと呼ばれる、そんな日の出来事だった。 



出演者紹介 

廣世康幸 

夢はよく見ますか？僕はあまり見ません。だから、夢を見たときはちょ

っと得した気になります。3 年程前、ある夢をみました。着物を着た自

分が、海岸沿いを歩いているんです。しばらくすると、犬が一匹ついて

きました。あんまりずっとついてくるもんだから何かやろうと懐を探る

と、袖から猿が出て来ました。びっくりしていると、犬が何も言わず落

胆の表情を浮かべどこかへ行ってしまいました。今度は猿と一緒に道を

歩いていると、山道に入りました。しばらくすると、なんだかわからな

いけど、鳥が 10 羽ほど何かを囲み騒いでいます。よく見ると、さっきの

犬が血まみれになりながらキジと戦っていました。その時です。キジに

取り押さえられ、仰向けにされた犬めがけて、これがトドメと言わんば

かりに 3 羽のキジが急降下してきます。青くなり、もがき続ける犬、ケ

タケタと不気味な笑い声をあげるキジたち。僕はどうしていいかわから

ず、猿の方を振り返りました。猿は「行ってこい」と手で言うのです。

そうだ、助けなきゃ！と思った瞬間、僕の足元には犬が、目の前にはキ

ジ達の遺体がありました。あれ？これからなのにと、訳が解らないでい

ると、犬は礼を言い、スッと白い煙になりました。訳が解らないでいる

僕に猿は追い撃ちをかけます。どこから出したのか、巻物を挿しだし、

こう言いました。「免許皆伝じゃ」受け取った巻物を開くと、夢から覚め、

そこは自分のベッドの上でした。いつもの絹のパジャマに、羽毛布団、

寝汗がひどく、すぐにメイドさんに着替えをお願いしました。これ、特

に今回の芝居とは関係ないですよ。  

 

田中絢子 

私の好きな食物は豚汁です。おいしいですよね、冬とか特に。夏、汗か

きながら食べるのもおいしいですよ。具がいっぱい入ってて、ちょっと

ごま油と豚の脂がういてるやつ。食べたい～！でも、豚汁と似てるやつ

で、けんちん汁ってあるけど、私はけんちん汁も大好きだけど、豚汁と

けんちん汁ってどう違うんだろう。私が思うに、豚汁には豚肉、けんち

ん汁には鳥肉が入ってる。って感じかな？たぶん。いや、けんちん汁は

しょうゆ味だ！って人もいたかな？だいたいけんちん汁の『けんちん』

ってなんだろ？どういう意味なんだろう？知ってる方がいたら教えて下

さい。一緒においしいけんちん汁食べに行きましょう。ちなみに、嫌い

な食物は、トマトジュースとうなぎです。本日は御来場いただきありが

とうございます。  

 

片野真由子 

お疲れ様でした。お気付きかと思いますが、この小冊子の内容は、あま

り芝居とは関係ありません。おまけに本当なのか嘘なのかもよく解りま

せん。得に面白くもありません。そういうものです。 学生の頃は映画

が好きで、映画のパンフレットを集めていました。パンフレットという

のは、それを見る事で、映画の内容がより理解できたり、出演している

役者さんや作った人の事を知れたり、「こんな映画を観たなー」と思い出

したりするためにあると思うんですが、このパンフレットは何一つ役目

を果たしてません。心苦しい限りです。 話は変わりますが、今青山劇



場で少年隊がミュージカルをやっています。観に行きたいけど多分行き

ません。私はカラオケに行くとだいたい『仮面舞踏会』を歌います。が

しかし、困っている事があります。実は私はこう見えて、少年隊世代で

はないのです。少年隊世代ではない、とういうことはつまり、同年代で

ある友達も当然少年隊世代ではないのです。これは深刻な問題です。何

故かというと、御存じの方もいらっしゃるとおもいますが、『仮面舞踏会』

には、掛け合いの部分があるからです。掛け合いを一人で歌いきるのは

辛い、そして何より、寂しい。でも歌いたい、『仮面舞踏会』を私は。そ

れが私の唯一の悩みです。一日も早く、『仮面舞踏会』を歌える友達がで  

きる事を願っています。贅沢をいうなら、「好きさおまえが～」の方を担

当したいと思っています。この場を借りて募集したいと思います。 あ

と、ウィンクを振り付きで歌える方、教えてください。では、また『運

び屋』で。  

 

増田信之（ケトイシ）  

『これから…』 

世の中がおかしくなってきた。この場合の「おかしい」とは、別に『う

えっへっへっぇ！愉快じゃ愉快じゃ！こりゃたまら～ん！」って意味で

はないです。子供が人殺しだとか、大人が人殺しとかねぇ。他に解決の

方法なんていくらでもあるでしょ！と言いたい。多分出来なくなってき

ているのでしょう。一番簡単な事が、そして一番大切なことを。人を愛

するという事を…。ま、僕の場合は人を愛するよりも、まず自分を愛し

てますけど。ラブ自分？て感じです。今日（今現在）相田みつを美術館

に行ってきました。本名は光男だと知りました。僕のお父さんの名前と

同じです。そして故郷も一緒でした。つまりは、いいモノはいい。いい

モノは時代を越えて、いい。と、言いたいのです。僕もそんな立派な人

間になりたいです。いや、立派でなくてもいい。ただ、ヒトでいられた

ら。大好きな人がそばにいてくれたら…。なんだこりゃっ！ちょっと詩

人ぶってしまいましたね。いや、でも実際ロマンチストですよ。僕は。

この『幕末ロマン』にますだがどう挑戦するか！？ご期待くださいませ！  

 

花房尚作 

キラ君との出会い。  

今回の芝居には出演していないが、いつも出演してくれているキラ君と

の出会いについて書こうと思う。まず彼を語る上で欠かせないのが「白

人至上主義」である。彼は黒人をニガーと呼ぶ。方々の影響を考えて明

記出来ないが、ある「白人至上主義」団体に所属していた。僕と彼が出

会ったのは、その団体のパーティーの席だった。そうそう、方々の影響

を考えて明記出来ないが、そのパーティーには多くの著名人も参加して

いた。大統領関係者や政府関係者、ハリウッド関係等々である。僕がハ

ーバード大卒だと言うのは、もう覆しようの無い事実だが、当時の彼も

バークレー音楽学院に在籍していた。そうそう、言い忘れていたが、僕

と彼が出会ったのはボストンである。その当時付き合っていた恋人のニ

コール（オランダ系アメリカ人）の父親がボストンの実力者で、方々の

影響を考えて明記出来ない団体の会長を務めていた。「その団体に一度顔

を出してくれ」と、ニコールの父親から度々言われていた。僕は人種差



別的な事には興味が無く、価値観を押し付けられるのがたまらなく嫌な

ので断っていたが。ニコールのふて腐れた表情がたまらなく可愛くＯＫ

してしまった。まったくもって恥ずかしい限りだ。そこで、いたしかた

なく行ってみると、パーティーは和やかな雰囲気に包まれていた。殺気

めいた空気を想像していた僕は面食らってしまった。ボストン・シンフ

ォニー楽団が演奏するシューベルトの楽曲が流れるなかで、皆楽しそう

に談笑していた。僕とニコールはカフェテラスのカウンターに座って、

ワイルドターキーを飲みながら昨夜一緒に観た映画の話をしていた。そ

うそう、ワイルドターキーをワールドターキーと間違えて呼ぶ人が居る。

それならまだ良いがジャック・ダニエルをジャック・ニコラスと間違え

て呼ぶ人が居る。これは全然違う。おっと、どうでも良い話をしてしま

った。で、しばらく話していると、ニコールの父親がやってきた。僕に

紹介したい人物が居ると言う。それがキラ君だった。当時の彼は完全に

イカれていて、クレイジーそのものだった。あちこちピアスをし、髪は

紫で目つきは明らかにコカインをやっている目だった。必ず語尾にファ

ックが付く。むしろファックしか言ってなかった。ニコールの父は「彼

は優秀な音楽家で小澤征二も一目置いている」と言う。日本語でちょっ

と話してみたが、日本語でもキラ君は必ず語尾にファックを付けていた。

むしろファックしか言ってなかった。会話にならないのでその場はそれ

で終わった。数日後、二コールがＬＩＶＥチッケトを持ってやってきた。

タイガー・オコシと言う日本人トランペッターのＬＩＶＥチケットだっ

た。音楽の世界は日本人の進出がとても激しく、ピアノの世界的なアー

ティストはほとんどが日本人である。世界的に有名であっても日本では

ほとんどが知られていない。それが現実というものだった。その結果と

して、多くの優秀な音楽家は海外で活動している。で、そのタイガー・

オコシだが、音楽家なら誰もが知っている日本人Ｊａｚｚトランペッタ

ーである。僕はその日、遺伝子工学のレポートを書かねばならず、その

ＬＩＶＥに行くのを一旦断ったのだが、ニコールのふて腐れた表情がた

まらなく可愛くＯＫしてしまった。まったくもって恥ずかしい限りだ。

という訳で、仕方なくＬＩＶＥに向かったのだが、ニコールのドレス姿

がとても綺麗だったのを覚えている。まるで古いアメリカンムービーの

ヒロインを思わせる洋装だった。思わず、その美しい洋装をはぎ取って、

その場で性交したのは言うまでも無い。まったくもって恥ずかしい限り

だ。で、ＬＩＶＥだ。会場の座席に腰掛ける。そして割れんばかりの拍

手の中、そのＬＩＶＥは始まった。ふとステージの奥を見ると、見た事

のある人物が居る。良く目を凝らすとそれはキラ君だった。なんだか木

で出来た楽器を弾いている。後で知ったのだがマンドリンと言う楽器だ

そうだ。二時間ほどのＬＩＶＥが終わって、さっそく楽屋へ挨拶に行っ

てみた。きら君の言葉尻には相変わらすファックが付いていた。むしろ

ファックしか言ってなかった。そしてコカインをやっている目だった。

その後、あれやこれやと色々あって僕は日本に帰ることになる。日本で

株式会社ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所をつくって、芝居づくりにのめり込んで

いった。そんなある日、どこで噂を聞いたのか知らないが（これはキラ

君も語ろうとはしない）、ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所の芝居を観にキラ君が

やって来た。そして公演終了後、キラ君は僕に普通の日本語で語りかけ

てきた。いや、普通と言うより感動に打ちひしがれた語りだったと思う。



「こんな芝居観たことが無いです。凄かったです」それがキラ君の第一

声だった。それはコカインをやっている目では無かった。そしてキラ君

はＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所の芝居作りに加わった。とはいえ、思想と言う

のはそう簡単に変わるものではなく、キラ君は現在も白人至上主義であ

り、白人至上主義団体に所属している。黒人をニガーと呼ぶ。しかしそ

れはそれで良いと思う。思想に正しい、正しくないは無い。大切なのは

人を傷付けるか傷付けないかだ。これが僕とキラ君との出会いだった。

なお、本文の大部分は僕の妄想であることを付け加えておく。 

 

 

 

Ｍについて対談（塩路牧子＆きら） 

『月刊Ｓ＆Ｍより抜粋』  

 

塩路氏『始めまして、きら君。我々はＭだと自分自身、心から思ってい

る！そうだよね、兄弟？』  

キラ君『はい。私は自薦他薦を問わないＭであります！閣下！』  

塩路氏『私、塩路牧子はもともとＭ科の人間をも究極のＳに変えてしま

うほどのＭ度の高い女であります。』  

キラ君『さすが閣下！上司にはペコペコし、下には威張り散らす社会情

勢を鋭く突いています！』  

塩路氏『朝、目覚めにシャワーを浴びる人がいるように、私は蝋燭を浴

びます。』  

キラ君『さすが閣下！浴びる繋がりの無駄の無い文章！そして斬新なカ

ミングアウト！』  

塩路氏『そして、株式会社ＳＨＯ－ＳＡＫＵ事務所内にてきら君という

私のＭ加減を脅かす存在と出会った。』  

キラ君『そんな滅相もありません閣下！閣下の足元にも及びませぬ。』  

塩路氏『きらくんって言葉攻め好きだよね～？』  

キラ君『さすが閣下！言葉は人を傷つける武器にもなるし、逆に人を喜

ばせる事もできると言う事を、かなり深読みしないと判らないように、

僕に訴えかけている！』  

塩路氏『私は言葉よりも、やっぱり物での攻撃が最高ね。』  

キラ君『さすが閣下！世の中、言葉よりも金！それを相当深読みしない

と判らないが、皮肉ってらっしゃる。』  

塩路氏『ま、私が最終的に言いたいことは、Ｍは世界を救うって事ね。』  

キラ君『さすが閣下！Ｍとは芝居の事。芝居とは自分を虐める事。世界

は人の心。芝居は人の心を癒してくれる。今回御来場頂いた皆様に、そ

んな癒しの芝居をしたい！そんな強引な深読みしなければならないが、

意思表示をしてらっしゃる。そして御来場していただいた皆様に感謝し

ていると言う事を、もうこれは強引と言うか無理がある深読をしないと

わからないが、感謝の意を述べてる。もう火の打ち所が無い。今回は対

談ありがとうございました。』  

塩路氏『私にお礼の言葉は要らないわ。』  

キラ君『さすが閣下！（以下略）』  



ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所 次回予告 

「ショーサクの空に -ミッドナイト・エクスプレス-」 

脚本・演出 ＳＨＯ-ＳＡＫＵ  出演 未定（現在募集中！） 

内容☆オーストラリア旅行中に麻薬密輸容疑で逮捕され、無実を訴えな

がら実刑判決が確定し、収監された日本人の男女５人がいる。メルボル

ン事件である。５人は９２年６月、メルボルン空港でスーツケースに、

計１３キログラムのヘロインを所持、逮捕された。裁判でスーツケース

は経由先のマレーシアで、現地ガイドから「荷物を盗まれた」と言われ

て代わりに渡されたものであり、「運び屋にされただけだ」と無罪を主張

したが、捜査や公判段階での通訳が不適切で正当な主張ができなかった。

その為、懲役２０年～１５年の実刑判決が確定した。この事件を忠実に

舞台化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所 次々回予告 

「ホストクラブＶＳキャバクラ（仮）」 

脚本・演出 ＳＨＯ-ＳＡＫＵ  出演 未定（現在募集中！） 

 

キャスト募集！ 

次回公演予定「ホストクラブＶＳキャバクラ（仮）」の出演者大募集です。

条件は、若くて可愛くて同棲してくれる方。条件は厳守させていただき

ます。希望者はご連絡ください。とはいえあくまで予定のみで公演はし

ません。脚本も書かないと思います。どうしても公演を望むのなら、自

分でやって下さい。僕は旅立ちます。 

 

スタッフも募集！ 

音響、照明、映像、脚本、舞監、受付、製作，営業，経理，物理，科学，

自慢，骨太，餃子，神社，若くて綺麗でお付き合いしてくれる方、など，

多分やれると思うし，やれんじゃねーのって方。ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所

にご連絡ください。ぶちます。 

 

ついでに社員募集！ 

月給●知るか！ 時間●あっち行け！ 休日●勝手にしろ！   

勤務地●ホーホケキョ！ 待遇●自分で考えろ！  

応募方法●メールで「社員希望」と明記のうえ送信して下さい。  

ぶちます。  

 



営業部からのお知らせ 

内容●この世にあるほとんどのことは、たいがい出来ます。  

大切なのは誠意と言う名のマネーです。  

依頼方法●メールで「仕事希望」と明記のうえ送信して下さい。  

ボッタクリます。  

 

ふぁん倶楽部のご案内！ 

内容●「ふぁん倶楽部」の会員を募集していません。  

活動の予定もありません。 だから入会希望の方はいません。  

依頼方法●メールで「入会希望」と明記のうえ送信しないで下さい。  

とても困ります。  

 

株主・スポンサー・協賛・提携 募集！ 

内容●愛や気持ちなんて要りません。金と土地と建物が欲しいです。  

投資すると死後の天国へのキップが付いてきます。  

依頼方法●「資産を持っています」と明記のうえメール送信して下さい。  

瞬く間にご連絡差し上げます。  

 

団体活動趣旨 

『愛と笑いを全世界に！』のキャッチフレーズのもと、各国の各方面の

様々な企業団体から援助を拒み、文化的交流を中心に世界撲滅を目指す、

色んな意味でたぶん政治結社である。世界各国に支部があり、日々様々

な陰謀を探している。あなたも生物兵器をつくってみませんか？ 
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